
【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

1 A-1-46-536 備考 玦 王へんに夬 補４３６２

2 A-14-7 備考 紉 糸へんに刄 補５１４６

3 A-14-7 備考 壔 土へんに壽 補２４５５

4 A-14-7-28 資料名称 壔 土へんに壽 補２４５５

5 A-14-7-28 備考 紉 糸へんに刄 補５１４６

6 A-20-5-2 資料名称 銙 金へんに夸 補６８０１

7 A-20-5-3 資料名称 銙 金へんに夸 補６８０１

8 A-20-5-4 資料名称 銙 金へんに夸 補６８０１

9 A-20-5-5 資料名称 銙 金へんに夸 補６８０１

10 A-20-5-6 資料名称 銙 金へんに夸 補６８０１

11 A-152-2 備考 宛に下心

12 A-152-2 備考 さんずいに云

13 A-152-2 備考 弇 合の下に廾 補２８６２

14 A-152-2 備考 伋 人べんに及 補１６５４

15 A-152-2 備考 口へんに豈

16 A-152-2 備考 窔 穴冠に交 補４９５８

17 A-162-5 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

18 A-162-283 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

19 A-162-394 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

20 A-162-416 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

21 A-162-417 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

22 A-162-738 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

23 A-162-757 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

24 A-162-758 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

25 A-162-759 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

26 A-162-760 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

27 A-162-761 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

28 A-162-762 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

29 A-162-763 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

30 A-162-764 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

31 A-162-765 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

32 A-162-766 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

33 A-162-823 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

34 A-229-61 備考 倻 人べんに耶 補１７８６

35 A-229-62 備考 倻 人べんに耶 補１７８６

36 A-229-63 備考 倻 人べんに耶 補１７８６

37 A-229-64 備考 倻 人べんに耶 補１７８６

38 A-229-65 備考 倻 人べんに耶 補１７８６

39 A-229-66 備考 倻 人べんに耶 補１７８６

40 A-229-101 備考 峴 山へんに見 補２７３３

41 A-229-115 備考 峴 山へんに見 補２７３３

42 A-229-403 備考 雞 奚に隹 補７０８８

43 A-229-405 備考 雞 奚に隹 補７０８８

44 A-229-407 備考 雞 奚に隹 補７０８８

45 A-229-408 備考 雞 奚に隹 補７０８８

46 A-229-411 備考 雞 奚に隹 補７０８８

47 A-229-412 備考 雞 奚に隹 補７０８８

48 A-229-526 備考 芼 草かんむりに毛 補５５４３

49 A-229-527 備考 芼 草かんむりに毛 補５５４３

50 A-229-528 備考 芼 草かんむりに毛 補５５４３

51 A-229-541 備考 峴 山へんに見 補２７３３

52 A-229-679 備考 芚 草かんむりに屯 補５５２７

53 A-229-680 備考 芚 草かんむりに屯 補５５２７

54 A-229-682 備考 夆 峰から山へんを除いたもの 補２４６４

55 A-229-688 備考 熢 火へんに逢 補４２１１

56 A-229-704 備考 杻 木へんに丑 補３５０６

57 A-229-705 備考 杻 木へんに丑 補３５０６

58 A-229-706 備考 杻 木へんに丑 補３５０６

59 A-229-707 備考 峴 山へんに見 補２７３３

60 A-229-708 備考 峴 山へんに見 補２７３３



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】
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61 A-229-719 備考 峴 山へんに見 補２７３３

62 A-229-742 備考 蓀 草かんむりに孫 補５６８８

63 A-229-743 備考 蓀 草かんむりに孫 補５６８８

64 A-229-803 備考 峴 山へんに見 補２７３３

65 A-229-804 備考 峴 山へんに見 補２７３３

66 A-229-805 備考 峴 山へんに見 補２７３３

67 A-229-806 備考 峴 山へんに見 補２７３３

68 A-229-807 備考 峴 山へんに見 補２７３３

69 A-229-808 備考 峴 山へんに見 補２７３３

70 A-229-809 備考 峴 山へんに見 補２７３３

71 A-229-810 備考 峴 山へんに見 補２７３３

72 A-229-811 備考 峴 山へんに見 補２７３３

73 A-229-812 備考 峴 山へんに見 補２７３３

74 A-229-813 備考 峴 山へんに見 補２７３３

75 A-229-814 備考 峴 山へんに見 補２７３３

76 A-229-815 備考 峴 山へんに見 補２７３３

77 A-229-816 備考 峴 山へんに見 補２７３３

78 A-229-817 備考 峴 山へんに見 補２７３３

79 A-229-818 備考 峴 山へんに見 補２７３３

80 A-229-845 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

81 A-229-846 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

82 A-229-847 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

83 A-229-848 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

84 A-229-849 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

85 A-229-850 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

86 A-229-851 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

87 A-229-852 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

88 A-229-853 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

89 A-229-854 備考 雩 雨かんむりに一に［巧から工へんを除いたもの］ 補７０９０

90 A-229-910 備考 峴 山へんに見 補２７３３



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】
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91 A-229-1066 備考 峴 山へんに見 補２７３３

92 A-242-132 備考 漳 さんずいに章 補４０４７

93 A-242-537 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

94 A-242-538 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

95 A-242-540 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

96 A-242-541 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

97 A-242-542 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

98 A-242-543 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

99 A-242-544 資料名称 埦 土へんに宛 補２３７９

100 A-242-686 資料名称 銙 金へんに夸 補６８０１

101 A-330-6 資料名称 口へんに［足の口部を横目に変えたもの］

102 A-471 備考 塼 土へんに專 補２４２５

103 A-471-1-264 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

104 A-471-1-396 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

105 A-471-1-417 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

106 A-471-1-502 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

107 A-471-1-503 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

108 A-471-1-504 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

109 A-471-1-505 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

110 A-471-1-508 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

111 A-471-1-509 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

112 A-471-1-510 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

113 A-471-1-512 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

114 A-471-1-513 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

115 A-471-1-514 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

116 A-471-1-515 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

117 A-471-1-516 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

118 A-471-1-517 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

119 A-471-1-518 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

120 A-471-1-519 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】
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121 A-471-1-520 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

122 A-471-1-521 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

123 A-471-1-550 備考 帀 一の下に巾 補２８０４

124 A-471-1-551 備考 帀 一の下に巾 補２８０４

125 A-471-1-552 備考 帀 一の下に巾 補２８０４

126 A-471-1-553 備考 帀 一の下に巾 補２８０４

127 A-471-1-554 備考 帀 一の下に巾 補２８０４

128 A-471-1-608 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

129 A-471-1-609 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

130 A-471-1-824 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

131 A-471-1-825 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

132 A-471-1-826 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

133 A-471-1-827 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

134 A-471-1-828 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

135 A-471-1-829 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

136 A-471-1-1035 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

137 A-471-1-1051 備考 阝 おおざと 補７０３６

138 A-471-1-1208 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

139 A-471-1-1438 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

140 A-471-1-1439 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

141 A-471-1-1503 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

142 A-471-1-1504 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

143 A-471-1-1505 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

144 A-471-1-1506 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

145 A-471-1-1507 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

146 A-471-1-1508 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

147 A-471-1-1511 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

148 A-471-1-1707 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

149 A-471-1-1708 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

150 A-471-1-1709 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５
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151 A-471-1-1710 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

152 A-471-1-1711 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

153 A-471-1-1712 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

154 A-592-2-1 資料名称 楣 木へんに眉 補３４６０

155 A-616-1 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

156 A-616-2 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

157 A-616-3 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

158 A-616-4 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

159 A-616-5 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

160 A-616-5 使用地 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

161 A-616-5 備考 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

162 A-616-6 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

163 A-616-7 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

164 A-616-8 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

165 A-616-9 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

166 A-616-10 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

167 A-616-11 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

168 A-616-12 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

169 A-616-13 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

170 A-616-14 資料名称 軺 車へんに召 補６４６７

171 A-616-19 使用地 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

172 A-616-19 備考 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

173 A-616-21 使用地 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

174 A-616-21 備考 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

175 A-616-43 資料名称 跽 足へんに忌 補６３８３

176 A-616-102 使用地 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

177 A-616-102 備考 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

178 A-616-106 資料名称 鷥 絲の下に鳥 補７６３６

179 A-616-136 使用地 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５

180 A-616-136 備考 滎 ［火火］の下にワかんむりに水 補４０２５
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181 A-617-19 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

182 A-617-20 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

183 A-617-21 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

184 A-617-22 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

185 A-617-50 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

186 A-617-51 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

187 A-617-66 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

188 A-617-67 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

189 A-619 資料名称 漳 さんずいに章 補４０４７

190 A-619 コレクション名称 漳 さんずいに章 補４０４７

191 A-619 使用地 漳 さんずいに章 補４０４７

192 A-619-1 コレクション名称 漳 さんずいに章 補４０４７

193 A-619-1 使用地 漳 さんずいに章 補４０４７

194 A-619-2 コレクション名称 漳 さんずいに章 補４０４７

195 A-619-2 使用地 漳 さんずいに章 補４０４７

196 F-13-127 使用地 ［送からしんにょうを除いたもの］におおざと

197 F-148-1-105 備考 ㊞ ○の中に印 特殊文字

198 F-148-1-135 備考 聠 耳へんに并 補５３６８

199 F-149-1-51 使用地 手へんに乞

200 F-171-5 資料名称 嗩 口へんに［小の下に貝］ 補２２０７

201 F-216-1-3 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

202 F-216-5 資料名称 鈸 ［拔］の手へんを金へんに換えたもの 補６７５１

203 F-216-6-2 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

204 F-216-6-3 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

205 F-216-8-2 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

206 F-216-9-2 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

207 F-216-11 資料名称 鏧 ［声の右に殳］の下に金 補６９４５

208 F-216-12-4 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

209 F-216-13 資料名称 鏧 ［声の右に殳］の下に金 補６９４５

210 F-216-13-1 資料名称 鏧 ［声の右に殳］の下に金 補６９４５



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

211 F-216-13-2 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

212 F-216-17 資料名称 棓 木へんに［立の下に口］ 補３６０３

213 F-219-4 資料名称 鈸 ［拔］の手へんを金へんに換えたもの 補６７５１

214 F-281-57 資料名称 涘 さんずいに矣 補３９４５

215 F-281-146-96 資料名称 人べんに［券］

216 F-281-146-103 資料名称 人べんに［券］

217 F-303-372 資料名称 鼉 ［口口］の下に［田の下に一］の下に黽 補７７０５

218 F-312-153 資料名称 吨 口へんに屯 補２０７３

219 F-313-7 資料名称 朳 木へんに八 補３４８６

220 F-314 資料名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

221 F-314 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

222 F-314 備考 笇 竹かんむりに下 補４９８３

223 F-314-1 資料名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

224 F-314-1 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

225 F-314-1 備考 笇 竹かんむりに下 補４９８３

226 F-314-2 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

227 F-314-3 資料名称 塼 土へんに專 補２４２５

228 F-314-3 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

229 F-314-4 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

230 F-314-5 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

231 F-314-6 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

232 F-314-6-1 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

233 F-314-6-2 コレクション名称 笇 竹かんむりに下 補４９８３

234 F-320-72 資料名称 大に隹

235 F-320-633 資料名称 言べんに盾

236 F-321-12 資料名称 簠 竹かんむりに［甫の下に皿］ 補５０７２

237 F-321-12 資料名称 簋 竹かんむりに［艮の下に皿］ 補５０６６

238 F-321-28 資料名称 簠 竹かんむりに［甫の下に皿］ 補５０７２

239 F-321-28 資料名称 簋 竹かんむりに［艮の下に皿］ 補５０６６

240 F-321-78 資料名称 簠 竹かんむりに［甫の下に皿］ 補５０７２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

241 F-321-78 資料名称 簋 竹かんむりに［艮の下に皿］ 補５０６６

242 F-321-79 資料名称 簠 竹かんむりに［甫の下に皿］ 補５０７２

243 F-321-79 資料名称 簋 竹かんむりに［艮の下に皿］ 補５０６６

244 F-321-80 資料名称 簠 竹かんむりに［甫の下に皿］ 補５０７２

245 F-321-80 資料名称 簋 竹かんむりに［艮の下に皿］ 補５０６６

246 F-340-2-7 資料名称 火へんに昌

247 F-340-4-42 資料名称 灵 隶のしたみず部を火に換えたもの 補４１３８

248 F-399-49 資料名称 鱮 魚へんに與 補７５５１

249 F-403 備考 匨 匚（箱構え）に壯 補２０１１

250 H-1-2-3121-76 備考 ○に［成］（屋号） 特殊文字

251 H-22-1-1-1 備考 首に岩

252 H-22-1-1-2 備考 ［月へんに又］の下に皿

253 H-22-1-1-28 備考 車へんに榮

254 H-22-1-1-57 資料名称 女へんに必 補２５２４

255 H-22-1-1-354 備考 舟へんに墨

256 H-22-1-1-379 備考 繮 糸へんに［一の下に田の下に一の下に田の下に一］ 補５２５９

257 H-22-1-1-384 備考 繮 糸へんに［一の下に田の下に一の下に田の下に一］ 補５２５９

258 H-22-1-1-404 備考 娣 女へんに弟 補２５５２

259 H-22-1-3-60 備考 旹 山の下になべぶたに曰 補３３８２

260 H-22-1-4-3 資料名称 迁 千にしんにょう 補６５２４

261 H-22-1-5-54 備考 ○に［い］（屋号） 特殊文字

262 H-22-1-5-55 備考 ○に［い］（屋号） 特殊文字

263 H-22-1-5-63 備考 邳 丕におおざと 補６５８８

264 H-22-1-5-63 備考 圮 土へんに己 補２３２１

265 H-22-1-6-3 資料名称 埵 土へんに垂 補２３８４

266 H-22-1-6-14 備考 棰 いずれも木へんに垂 補２６１４

267 H-22-1-7-6 備考 車へんに榮

268 H-22-1-7-96 備考 綁 糸へんに邦 補５１８２

269 H-22-1-7-96 備考 口へんに畫

270 H-22-1-7-128 備考 釻 金へんに丸 補６７２２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

271 H-22-1-9-2 資料名称 釻 金へんに丸 補６７２２

272 H-22-1-9-2 備考 釻 金へんに丸 補６７２２

273 H-22-1-10-13 備考 庿 广（まだれ）に苗 補２８４７

274 H-22-1-18-105 資料名称 金へんに［十の下に貝］

275 H-22-1-18-105 資料名称 鎁 金へんに耶 補６９０５

276 H-22-1-18-105 備考 金へんに［十の下に貝］

277 H-22-1-18-105 備考 鎁 金へんに耶 補６９０５

278 H-22-1-21-74 備考 竹冠に輪

279 H-22-1-22-71 備考 秈 禾へんに山 補４８８７

280 H-22-1-30-1-1 備考 牖 片へんに［戸の下に甫］ 補４２５４

281 H-22-1-30-7-20 備考 窼 穴かんむりに巣 補４９６７

282 H-22-1-30-7-24 備考 鮞 魚へんに而 補７４６４

283 H-22-1-30-8-3 備考 僲 人べんに［西の下に舛］ 補１８４９

284 H-22-1-31-109 備考 碟 石へんに［世の下に木］ 補４７８６

285 H-22-2-23 備考 剡 炎にりっとう 補１９３９

286 H-22-2-36 備考 鈁 金へんに方 補６７２５

287 H-22-2-110 資料名称 女へんに美

288 H-22-2-110-1 資料名称 女へんに美

289 H-22-2-110-2 資料名称 女へんに美

290 H-22-3-2 備考 耴 札の木へんを耳へんに替えたもの 補５３５９

291 H-22-3-34 備考 旲 日の下に大 補３３７９

292 H-22-3-46 備考 筭 竹かんむりに弄 補５０１５

293 H-22-3-123 備考 秈 禾へんに山 補４８８７

294 H-22-3-133-1 資料名称 猬 獣へんに胃 補４３１７

295 H-22-3-133-2 資料名称 瑇 王へんに毒 補４４２７

296 H-22-3-133-2 備考 瑇 王へんに毒 補４４２７

297 H-22-3-133-2 備考 蠵 虫へんに［崔の下に冏］ 補５９９４

298 H-22-3-133-3 資料名称 臼の下にハの下に黽

299 H-22-3-133-3 資料名称 麻の下に黽

300 H-22-3-133-3 備考 臼の下にハの下に黽



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

301 H-22-3-133-3 備考 麻の下に黽

302 H-22-3-133-3 備考 蠵 虫へんに［崔の下に冏］ 補５９９４

303 H-22-3-133-3 備考 仃 人べんに丁 補１６３５

304 H-22-3-164 備考 挊 手へんに［上と下］ 補３１６１

305 H-22-3-256-65 備考 蛼 虫へんに車 補５８７９

306 H-22-3-283 備考 搞 手へんに高 補３２４５

307 H-22-3-283 備考 璣 王へんに幾 補４４６０

308 H-22-3-291-5 備考 褧 耿の下に衣 補６０６６

309 H-22-3-291-11 備考 閶 門構えに昌 補７０１６

310 H-22-3-291-45 備考 玹 王へんに玄 補４３６８

311 H-22-3-291-63 備考 璣 王へんに幾 補４４６０

312 H-22-5-26 備考 闢 門構えに辟 補７９８３

313 H-35-1017 資料名称 緌 糸へんに委 補５２１４

314 H-38-5-1-9 資料名称 錍 金へんに卑 補６８５４

315 H-39-3 資料名称 窠 穴かんむりに果 補４９６０

316 H-39-16-3 資料名称 窠 穴かんむりに果 補４９６０

317 H-39-74 資料名称 緂 糸へんに炎 補５２０９

318 H-39-113 資料名称 窠 穴かんむりに果 補４９６０

319 H-39-224 資料名称 窠 穴かんむりに果 補４９６０

320 H-40-1-72 備考 立の下に兄

321 H-46-93 備考 鈖 金へんに分 補６３７６

322 H-47-21 備考 縜 糸へんに員 補５２３６

323 H-48-19 備考 絓 糸へんに圭 補５１６８

324 H-48-32 資料名称 鞖 革へんに妥 補７１３７

325 H-48-34 資料名称 簶 竹かんむりに祿 補５０８９

326 H-60-5-6-3 資料名称 誖 言べんに孛 補６１８６

327 H-60-13-514 備考 人べんに寄

328 H-60-13-515 備考 人べんに寄

329 H-60-21-75 資料名称 橐 蠹の［虫虫］を木に替えたもの 補３７１１

330 H-60-22-70 備考 觥 角へんに光 補６１２５



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

331 H-60-22-70-1 備考 觥 角へんに光 補６１２５

332 H-60-22-70-2 備考 觥 角へんに光 補６１２５

333 H-60-22-70-3 備考 觥 角へんに光 補６１２５

334 H-60-22-70-4 備考 觥 角へんに光 補６１２５

335 H-60-22-70-5 備考 觥 角へんに光 補６１２５

336 H-60-22-70-6 備考 觥 角へんに光 補６１２５

337 H-60-22-70-7 備考 觥 角へんに光 補６１２５

338 H-60-22-70-8 備考 觥 角へんに光 補６１２５

339 H-60-22-70-9 備考 觥 角へんに光 補６１２５

340 H-60-22-70-10 備考 觥 角へんに光 補６１２５

341 H-61-2-1427 備考 目へんに卓

342 H-61-2-1497 備考 頎 斤に頁 補７１８７

343 H-61-2-1834 備考 晫 日へんに卓 補３４３３

344 H-61-2-2297 備考 璣 王へんに幾 補４４６０

345 H-61-2-3069 資料名称 軔 車へんに刃 補６４５９

346 H-61-2-3121-76 備考 ○に［成］（屋号） 特殊文字

347 H-61-2-3370 備考 翬 羽の下に軍 補５３３２

348 H-61-2-3379-20 資料名称 颿 馬へんに風 補７２３５

349 H-61-2-3379-22 資料名称 口へんに帚

350 H-61-2-3389 備考 翬 羽の下に軍 補５３３２

351 H-61-2-3391-2-5 資料名称 艜 舟へんに帯 補５５０６

352 H-61-2-3433 資料名称 埵 土へんに垂 補２３８４

353 H-61-2-3438 資料名称 埵 土へんに垂 補２３８４

354 H-61-2-3504 備考 ○に［伊］（屋号） 特殊文字

355 H-61-2-3530 備考 翬 羽の下に軍 補５３３２

356 H-61-2-3534 資料名称 隄 こざとへんに是 補７０６７

357 H-61-2-3581-9 資料名称 錀 金へんに侖 補６８５１

358 H-61-2-3581-16 資料名称 錀 金へんに侖 補６８５１

359 H-61-2-3581-19 資料名称 錀 金へんに侖 補６８５１

360 H-61-2-3581-21 資料名称 錀 金へんに侖 補６８５１



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】
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※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

361 H-61-2-3852 備考 銊 金へんに戌 補６７９０

362 H-61-2-3936 資料名称 錀 金へんに侖 補６８５１

363 H-61-2-4085-12 備考 岣 山へんに句 補２７１８

364 H-61-2-4085-12 備考 嶁 山へんに婁 補２７６８

365 H-61-3-31-5 資料名称 洧 さんずいに有 補３９２０

366 H-61-3-34-12 備考 そいち（≒草かんむり）に舛

367 H-61-3-59-17 資料名称 頫 兆へんに頁 補７２０１

368 H-61-3-59-18 資料名称 さんずいに妙

369 H-61-4-38-4 備考 又の下に月

370 H-61-4-45 備考 冂（えん構え）に支

371 H-61-4-94 備考 滋からさんずいを除いたもの

372 H-61-4-99 備考 唎 口へんに利 補２１４４

373 H-61-4-196 資料名称 皮へんに卑

374 H-61-4-196 備考 皮へんに卑

375 H-61-4-239-1 備考 柷 いずれも木へんに兄 補３５４０

376 H-61-6-20-42 資料名称 氐 氏の下に一 補３８４１

377 H-63-952 備考 珙 王へんに共 補４３８１

378 H-65-3-11 資料名称 暐 日へんに韋 補３４４８

379 H-110-1-119 備考 尸（しかばね）に［朔の左側］にりっとう

380 H-110-2-40 資料名称 喎 口へんに咼 補２１７４

381 H-110-2-42 資料名称 喎 口へんに咼 補２１７４

382 H-110-2-43 資料名称 喎 口へんに咼 補２１７４

383 H-110-3-39 備考 貤 貝へんに也 補６３０９

384 H-110-8-66-5 資料名称 喎 口へんに咼 補２１７４

385 H-110-8-66-5 備考 喎 口へんに咼 補２１７４

386 H-129 資料名称 簠 竹かんむりに甫の下に皿 補５０７２

387 H-129 資料名称 簋 竹かんむりに艮の下に皿 補５０６６

388 H-129 コレクション名称 簠 竹かんむりに甫の下に皿 補５０７２

389 H-129 コレクション名称 簋 竹かんむりに艮の下に皿 補５０６６

390 H-129 備考 簠 竹かんむりに甫の下に皿 補５０７２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

391 H-129 備考 簋 竹かんむりに艮の下に皿 補５０６６

392 H-133-2 備考 墊 執の下に土 補２４３２

393 H-158 備考 窼 穴かんむりに巣 補４９６７

394 H-161-2 備考 畻 田へんに［劵の刀部を土に換えたもの］ 補４５３１

395 H-161-2 備考 畎 田へんに犬 補４５２０

396 H-161-4 備考 儛 人べんに舞 補１８５３

397 H-161-5 備考 糈 米へんに胥 補５１２８

398 H-161-5 備考 禾へんに舌

399 H-161-12 備考 埭 土へんに隶 補２３８２

400 H-161-12 備考 橛 木へんに厥 補３７１６

401 H-161-12 備考 楗 木へんに建 補３６３８

402 H-161-13 備考 耖 耒に少 補５３４９

403 H-161-13 備考 杴 木へんに欠 補３５０４

404 H-161-13 備考 鎒 金へんに辱 補６９１２

405 H-161-13 備考 耰 耒に憂 補５３５８

406 H-161-13 備考 櫌 木へんに憂 補３７４６

407 H-161-13 備考 鎛 金へんに専 補６９１５

408 H-161-13 備考 鏟 金へんに［文の下に雁垂れに生］ 補６９４２

409 H-161-13 備考 鑱 金へんに［クの下に口の下に比の下に兎］ 補６９８９

410 H-161-13 備考 鵶 亞に鳥 補７５９２

411 H-161-13 備考 鍥 金へんに契 補６８８４

412 H-161-13 備考 梮 木へんに局 補３５８８

413 H-161-13 備考 拖 施の方へんを手へんに換えたもの 補３１５２

414 H-161-13 備考 礱 龍の下に石 補４８４０

415 H-161-13 備考 簏 竹かんむりに麗 補５１０５

416 H-161-13 備考 箉 竹かんむりに拐 補５０２１

417 H-161-13 備考 颺 風に昜 補７２３３

418 H-161-13 備考 篵 竹かんむりに從 補５０５４

419 H-161-14 備考 籮 竹かんむりに羅 補５１０６

420 H-161-14 備考 筲 竹かんむりに小の下に月 補５０１７



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

421 H-161-17 備考 稞 禾へんに果 補４９１９

422 H-161-18 備考 穭 禾に魯 補４９４６

423 H-161-18 備考 豇 豆に工 補６２７１

424 H-161-18 備考 禾に扁

425 H-161-20 備考 穇 禾に參 補４９３３

426 H-161-20 備考 薏 草かんむりに意 補５７６２

427 H-161-23 備考 茼 草かんむりに同 補５５８１

428 H-161-23 備考 草かんむりに［雍からなべぶたを除いたもの］

429 H-161-23 備考 莧 草かんむりに見 補５６１７

430 H-161-25 備考 葒 草かんむりに紅 補５６５４

431 H-161-27 備考 瓞 瓜に失 補４４８２

432 H-161-27 備考 瓜に勺

433 H-161-28 備考 芰 草かんむりに支 補５５３８

434 H-161-29 備考 慈の草かんむりの下に亠を加えたもの

435 H-161-30 備考 蓂 草かんむりに冥 補５６８９

436 H-161-30 備考 莧 草かんむりに見 補５６１７

437 H-161-30 備考 藋 草かんむりに［羽の下に隹］ 補５７８２

438 H-172-69 備考 儋 人べんに詹 補１８４５

439 H-172-70 備考 酈 麗におおざと 補６６５３

440 H-172-70 備考 邴 丙におおざと 補６５８９

441 H-172-71 備考 蒯 萠にりっとう 補５６８２

442 H-172-72 備考 盎 央の下に皿 補４６４６

443 H-172-75 備考 濞 さんずいに鼻 補４１９２

444 H-172-75 備考 蚡 虫へんに分 補５８５０

445 H-172-78 備考 彘 彑（けいがしら）に［上に矢にヒ］ 補２８９９

446 H-172-85 備考 郅 至におおざと 補６６０２

447 H-172-87 備考 髠 髟（かみがしら）に几 補７３７８

448 H-173-23 備考 芮 草かんむりに内 補５５３７

449 H-173-23 備考 濞 さんずいに鼻 補４１９２

450 H-173-24 備考 歆 音に欠 補３７８１



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

451 H-173-26 備考 酈 麗におおざと 補６６５３

452 H-173-26 備考 靳 革へんに斤 補７１２７

453 H-173-27 備考 蒯 萠にりっとう 補５６８２

454 H-173-29 備考 盎 央の下に皿 補４６４６

455 H-173-30 備考 蚡 虫へんに分 補５８５０

456 H-173-36 備考 閎 門構えに［ナにム］ 補７００６

457 H-173-36 備考 髆 骨へんに［甫の下に寸］　 補７３６８

458 H-173-36 備考 手へんに［ムの下に月］

459 H-173-37 備考 氂 ［未に攵］の下に［厂に毛］ 補３８３５

460 H-173-38 備考 石へんに單

461 H-173-40 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

462 H-173-42 備考 眭 目へんに圭 補４６７１

463 H-173-46 備考 翟 羽の下に隹 補５３２８

464 H-173-47 備考 鄴 業におおざと 補６６４４

465 H-173-49 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

466 H-173-50 備考 郅 至におおざと 補６６０２

467 H-173-50 備考 寗 ウかんむりに必の下に冉 補２６６４

468 H-173-50 備考 贛 章に［攵の下に貢］ 補６３３７

469 H-173-50 備考 蠃 亡の下に口の下に［月に虫に［迅からしんにょうを除いたもの］］ 補５９７３

470 H-173-54 備考 閩 門構えに虫 補７０１２

471 H-175-13 備考 刘 ［なべぶたにメ］にりっとう 補１９２３

472 H-229-1 備考 訢 言べんに斤 補６１４５

473 H-230-3 備考 滋からさんずいを除いたもの

474 H-232 備考 緫 糸へんに怱 補５２２４

475 H-242-10-11-16 資料名称 閩 門構えに虫 補７０１２

476 H-242-15-6-5 備考 漳 さんずいに章 補４０４７

477 H-242-22-17-29 備考 兗 なべぶたに兌 補１８７４

478 H-242-30-11-12 資料名称 木の下に木

479 H-242-44-4-3 備考 閩 門構えに虫 補７０１２

480 H-242-44-5-1 備考 閩 門構えに虫 補７０１２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

481 H-269-10-1 備考 龢 龠に禾 補７７６５

482 H-269-10-2 備考 龢 龠に禾 補７７６５

483 H-284-8 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

484 H-285-18 資料名称 簶 竹かんむりに録 補５０８９

485 H-287-2 備考 榖 穀の禾部を［一の下に糸］に換えたもの 補５２３８

486 H-289-8 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

487 H-306-42 資料名称 泔 さんずいに甘 補３８９３

488 H-306-43 資料名称 泔 さんずいに甘 補３８９３

489 H-312-1-3 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

490 H-312-1-9 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

491 H-312-1-21 備考 釬 金へんに干 補６７１４

492 H-312-1-24 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

493 H-312-1-26 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

494 H-312-1-30 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

495 H-312-1-40 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

496 H-312-1-41 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

497 H-312-1-42 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

498 H-312-1-44 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

499 H-312-2-6 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

500 H-312-2-10 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

501 H-312-2-12 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

502 H-312-2-25 備考 胲 肉づきに亥 補５４０２

503 H-312-2-28 備考 絁 施の方へんを糸へんに替えたもの 補５１６３

504 H-312-2-30 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

505 H-312-2-31 備考 王へんに票

506 H-312-2-41 備考 蹔 斬の下に足 補６４１７

507 H-312-2-42 備考 鏁 金へんに巣 補６９２８

508 H-312-2-42 備考 褾 衣へんに票 補６０７４

509 H-312-2-48 備考 敏の下に心

510 H-312-3-1 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

511 H-312-3-30 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

512 H-312-3-33 備考 金へんに葛

513 H-312-3-43 備考 絁 施の方へんを糸へんに替えたもの 補５１６３

514 H-312-3-43 備考 藿 草かんむりに霍 補５８０１

515 H-312-4-22 備考 褾 衣へんに票 補６０７４

516 H-312-4-30 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

517 H-312-4-46 備考 噉 口へんに敢 補２２３５

518 H-312-4-47 備考 角へんに［彑にしたみず］

519 H-312-5-28-9 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

520 H-312-6-10 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

521 H-312-6-21 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

522 H-312-6-24 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

523 H-312-6-25 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

524 H-312-6-27 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

525 H-312-6-28 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

526 H-312-6-30 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

527 H-312-6-35 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

528 H-368-23 資料名称 ◇を横に重ねた形 特殊文字

529 H-422 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

530 H-422 コレクション名称 栱 木へんに共 補３５５２

531 H-468-7 備考 鎺 金へんに示と且 補６９２６

532 H-468-7 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

533 H-468-8-18 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

534 H-468-8-18 備考 緂 糸へんに炎 補５２０９

535 H-468-8-19 備考 緂 糸へんに炎 補５２０９

536 H-468-8-20 備考 緂 糸へんに炎 補５２０９

537 H-468-8-22 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

538 H-468-8-23 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

539 H-468-8-38 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

540 H-468-8-39 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】
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541 H-468-8-62 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

542 H-479-70 資料名称 ［一一］の下に［口口］に列火

543 H-479-379 備考 絑 糸へんに朱 補５１６７

544 H-481-5-140 資料名称 筭 竹かんむりに弄 補５０１５

545 H-515-1-20 資料名称 人べんに丸

546 H-515-1-21 資料名称 人べんに丸

547 H-515-1-22 資料名称 人べんに丸

548 H-515-1-47 資料名称 仿 人べんに方 補１６４９

549 H-515-1-48 資料名称 仿 人べんに方 補１６４９

550 H-515-1-49 資料名称 仿 人べんに方 補１６４９

551 H-515-1-53 資料名称 伋 人べんに及 補１６５４

552 H-515-1-82 資料名称 作の異体字

553 H-515-1-96 資料名称 侔 人べんに牟 補１７０９

554 H-515-1-107 資料名称 侉 人べんに夸 補１７０２

555 H-515-1-120 資料名称 俠 人べんに夾 補１７３４

556 H-515-1-139 資料名称 倓 人べんに炎 補１７４９

557 H-515-1-144 資料名称 偟 人べんに皇 補１７７６

558 H-515-1-145 資料名称 偟 人べんに皇 補１７７６

559 H-515-1-168 資料名称 揺の手へんを人べんに換えたもの

560 H-515-1-169 資料名称 人べんに馬

561 H-515-1-175 資料名称 偟 人べんに皇 補１７７６

562 H-515-1-176 資料名称 偟 人べんに皇 補１７７６

563 H-515-1-190 資料名称 人べんに欺

564 H-515-1-191 資料名称 人べんに欺

565 H-515-1-198 資料名称 人べんに賁

566 H-515-1-199 資料名称 棘の下に人

567 H-515-1-200 資料名称 儈 人べんに會 補１８４４

568 H-515-1-205 資料名称 儆 人べんに敬 補１８４２

569 H-515-1-208 資料名称 人べんに「天天の下に心］

570 H-515-1-212 資料名称 儛 人べんに舞 補１８５３



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

571 H-515-1-230 資料名称 秖 禾へんに氏 補４８９１

572 H-515-1-233 資料名称 禾へんに市

573 H-515-1-237 資料名称 月へんに［八の下に丁］

574 H-515-2-59 資料名称 ウかんむりに侵

575 H-516-2-1 資料名称 嵃 山へんに彦 補２７４９

576 H-516-2-2 資料名称 嵃 山へんに彦 補２７４９

577 H-545-3-100 資料名称 莔 草かんむりに冏の異体字 補５６０９

578 H-546-1-1-4095 資料名称 こざとへんに察

579 H-546-1-1-7500 資料名称 虯 叫の口へんを虫へんに換えたもの 補５８３９

580 H-546-1-1-7598 資料名称 橖 木へんに棠 補３７１５

581 H-546-1-1-10068 資料名称 淄 さんずいに［巛の下に田］ 補３９５３

582 H-546-1-1-10724 資料名称 寗 ウかんむりに［必の下に冉］ 補２６６４

583 H-546-1-2-103 資料名称 楂 木へんに査 補３６３４

584 H-546-1-4-29 資料名称 膅 月へんに唐 補５４４０

585 H-546-1-4-159 資料名称 靶 革へんに巴 補７１２８

586 H-546-1-5-244 備考 梥 ウかんむりに公の下に木 補３５８５

587 H-546-1-5-257 備考 梥 ウかんむりに公の下に木 補３５８５

588 H-546-1-5-374 資料名称 梥 ウかんむりに公の下に木 補３５８５

589 H-546-1-5-401 資料名称 梥 ウかんむりに公の下に木 補３５８５

590 H-546-1-5-452 資料名称 颷 風に炎 補７２３１

591 H-546-1-5-503 資料名称 頫 兆へんに頁 補７２０１

592 H-546-1-6-1228 資料名称 腊 月へんに昔 補５４２５

593 H-594-5 資料名称 さんずいに［米の下に田］

594 H-600-360 資料名称 鷖 ［医殳］の下に鳥 補７６３０

595 H-600-408 資料名称 鼇 敖の下に黽 8731

596 H-600-938-15 備考 迁 千にしんにょう 補６５２４

597 H-604-21 備考 觥 角へんに光 補６１２５

598 H-644-5-1-9 資料名称 幉 巾へんに［世の下に木］ 補２８２０

599 H-663-23 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

600 H-663-103 資料名称 棰 木へんに垂 補３６１４



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

601 H-663-118 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

602 H-672 資料名称 抳 手へんに尼 補３１４３

603 H-672 コレクション名称 抳 手へんに尼 補３１４３

604 H-679-7-7 資料名称 示へんに首

605 H-679-8-13 資料名称 龔 龍の下に共 補７７６０

606 H-679-8-15 資料名称 勢の力部を木に換えたもの

607 H-679-8-15 備考 勢の力部を木に換えたもの

608 H-679-8-16 資料名称 目へんに監

609 H-679-8-30 資料名称 龔 龍の下に共 補７７６０

610 H-679-8-34 資料名称 鍥 金へんに契 補６８８４

611 H-679-8-34-1 資料名称 鍥 金へんに契 補６８８４

612 H-679-8-34-2 資料名称 鍥 金へんに契 補６８８４

613 H-679-8-34-3 資料名称 鍥 金へんに契 補６８８４

614 H-679-8-76 備考 雞 奚に隹 補７０８８

615 H-679-8-96 備考 愓 りっしんべんに昜 補３０３１

616 H-679-8-102 備考 雞 奚に隹 補７０８８

617 H-679-8-110 資料名称 簋 竹かんむりに［艮の下に皿］ 補５０６６

618 H-679-8-117 備考 鋨 金へんに我 補６８４４

619 H-679-8-117 備考 筌 竹かんむりに全 補６８０５

620 H-679-8-124 備考 柷 木へんに兄 補３５４０

621 H-679-8-125 備考 柷 木へんに兄 補３５４０

622 H-679-8-126 備考 柷 木へんに兄 補３５４０

623 H-679-8-130 備考 筭 竹かんむりに弄 補５０１５

624 H-679-8-132 資料名称 柷 木へんに兄 補３５４０

625 H-679-9-74 資料名称 唫 口へんに金 補２１４７

626 H-679-9-82 資料名称 唫 口へんに金 補２１４７

627 H-679-9-82 備考 唫 口へんに金 補２１４７

628 H-686-2-14 備考 人べんに尤

629 H-686-44-20 備考 ひとがしらに由 屋号

630 H-686-81-1 資料名称 瑱 王へんに眞 補４４４１



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

631 H-704-5-10 備考 弓へんに鬼に弓

632 H-704-6-11 資料名称 鈀 金へんに巴 補６７２４

633 H-704-6-12 資料名称 鈀 金へんに巴 補６７２４

634 H-704-6-13 資料名称 鈀 金へんに巴 補６７２４

635 H-734 備考 詿 言べんに圭 補６１７８

636 H-735-130 備考 枕の木へんを巾へんに換えたもの

637 H-739-165 備考 晆 日へんに圭 補３４１９

638 H-743-10 備考 闋 門構えに癸 補７０２３

639 H-743-10 備考 言べんに比

640 H-743-38 備考 裊 鳥のれっかを衣に換えたもの 補６０３７

641 H-743-42 備考 ネ（示へん）に票

642 H-743-42 備考 潢 さんずいに黄 補４０６２

643 H-743-74-40 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

644 H-743-74-41 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

645 H-743-74-42 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

646 H-743-74-43 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

647 H-743-74-44 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

648 H-743-74-45 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

649 H-743-74-46 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

650 H-743-74-47 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

651 H-743-74-48 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

652 H-743-74-49 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

653 H-743-84 備考 翃 雄の隹を羽に換えたもの 補５３２３

654 H-743-178 備考 窂 穴かんむりに牛 補４９５１

655 H-743-179 備考 埵 土へんに垂 補２３８４

656 H-743-185 備考 ム３つの下に土

657 H-743-186-3-11 備考 偁 人べんに［爪かんむりに冉］ 補１７６４

658 H-743-191 備考 国構えに困

659 H-743-191 備考 蕤 草かんむりに［豕に生］ 補５７４８

660 H-743-204-2 備考 閫 門構えに困 補７０１３



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

661 H-743-210 備考 闋 いずれも門構えに癸 補７０２３

662 H-743-225 備考 屣 尸（しかばね）に徙 補２６９１

663 H-743-231-35 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

664 H-743-240 備考 埵 土へんに垂 補２３８４

665 H-743-245 備考 草かんむりに渝

666 H-743-355-2 備考 撿 手へんに僉 補３２９４

667 H-743-366 備考 鸎 ［貝貝］の下に鳥 補７６４８

668 H-743-373 備考 禾へんに［氏の下に一］ 補４９０４

669 H-743-381-5 備考 閫 門構えに困 補７０１３

670 H-743-408 備考 茽 草かんむりに仲 補５５８２

671 H-743-425 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

672 H-743-425 備考 褚 衣へんに者 補６０６２

673 H-743-425-1 備考 罽 よんかしら（横目）の下にがんだれに［炎にりっとう］ 補５３０２

674 H-743-425-2 備考 罽 よんかしら（横目）の下にがんだれに［炎にりっとう］ 補５３０２

675 H-743-425-3 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

676 H-743-425-3 備考 莫の下に手

677 H-743-434-1 備考 鰚 魚へんに宣 補７５１３

678 H-743-436 備考 猒 冐に犬 補４３０８

679 H-743-460-4 備考 卌 卅に縦１本加えたもの 補２０２３

680 H-743-461 資料名称 嶠 山へんに喬 補２７７９

681 H-743-461 備考 嶠 山へんに喬 補２７７９

682 H-743-461-1 資料名称 嶠 山へんに喬 補２７７９

683 H-743-461-1 備考 嶠 山へんに喬 補２７７９

684 H-743-461-2 資料名称 嶠 山へんに喬 補２７７９

685 H-743-461-2 備考 嶠 山へんに喬 補２７７９

686 H-743-466-3 備考 嗑 口へんに盍 補２１９３

687 H-743-467-1 備考 賡 庚の下に貝 補６３２１

688 H-762-38 資料名称 跑 足へんに包 補６３６９

689 H-762-47 資料名称 土へんに争

690 H-762-56 資料名称 趕 走にょうに旱 補６３４９



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

691 H-762-61 資料名称 趕 走にょうに旱 補６３４９

692 H-773 資料名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

693 H-773 コレクション名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

694 H-773-1 資料名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

695 H-773-1 コレクション名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

696 H-773-2 資料名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

697 H-773-2 コレクション名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

698 H-773-3 資料名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

699 H-773-3 コレクション名称 菀 草かんむりに宛 補５６２２

700 H-821-37 資料名称 鵣 束に鳥 補７５８５

701 H-937-91 備考 雲の右に建

702 H-937-92 備考 ヤマにヲ（屋号） 特殊文字

703 H-937-131 備考 草かんむりに日の下にホ

704 H-949-12 資料名称 合に攵

705 H-949-12-1 資料名称 合に攵

706 H-949-12-2 資料名称 合に攵

707 H-954-5 資料名称 詿 言べんに圭 補６１７８

708 H-954-5-1 資料名称 詿 言べんに圭 補６１７８

709 H-954-5-2 資料名称 詿 言べんに圭 補６１７８

710 H-954-9 資料名称 詿 言べんに圭 補６１７８

711 H-954-17 資料名称 詿 言べんに圭 補６１７８

712 H-1020-1-18 備考 栱 木へんに共 補３５５２

713 H-1020-1-38 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

714 H-1020-1-59 資料名称 栱 木へんに共 補３５５２

715 H-1020-10-3 備考 卣 占の口部の中にコ 補２０２８

716 H-1020-10-5 備考 斝 ［口口］の下にワかんむりに斗 補３３６０

717 H-1020-10-5 備考 觶 角に單 補６１３１

718 H-1020-10-6 備考 匜 匚（箱構え）に也 補２００６

719 H-1020-12-1 資料名称 蝀 虫へんに東 補５９１１

720 H-1020-12-1 備考 蝀 虫へんに東 補５９１１



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

721 H-1031-1-56 資料名称 哪 口へんに那 補２１３０

722 H-1031-1-56 備考 哪 口へんに那 補２１３０

723 H-1031-1-57 資料名称 哪 口へんに那 補２１３０

724 H-1031-1-57 備考 哪 口へんに那 補２１３０

725 H-1078-1-15 備考 ［左の下に月］にしんにょう

726 H-1078-4-1 備考 褧 耿の下に衣 補６０６６

727 H-1108-43-13 資料名称 癱 病だれに難 補４６１９

728 H-1115-25-4 備考 邾 朱におおざと 補６５９３

729 H-1152-3 資料名称 輭 車へんに［而の下に大］ 補６４８６

730 H-1155-17 資料名称 橒 木へんに雲 補３７１３

731 H-1191-1-1-4 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

732 H-1191-1-1-8 備考 緂 糸へんに炎 補５２０９

733 H-1191-1-2-1 備考 榖 穀の禾部を［一の下に糸］に換えたもの 補５２３８

734 H-1191-1-2-2 備考 榖 穀の禾部を［一の下に糸］に換えたもの 補５２３８

735 H-1191-1-2-4 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

736 H-1191-1-5-6 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

737 H-1191-1-11-8 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

738 H-1191-2-1-2 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

739 H-1191-2-2-1 備考 窠 穴かんむりに果 補４９６０

740 H-1195-2 備考 璵 王へんに與 補４４７０

741 H-1195-3 備考 璵 王へんに與 補４４７０

742 H-1195-4 備考 璵 王へんに與 補４４７０

743 H-1195-5 備考 璵 王へんに與 補４４７０

744 H-1195-14 備考 璵 王へんに與 補４４７０

745 H-1195-24 備考 璵 王へんに與 補４４７０

746 H-1195-37 備考 珩 王へんに行 補４３８７

747 H-1195-38 備考 璵 王へんに與 補４４７０

748 H-1195-76 資料名称 獬 獣へんに解 補４３３８

749 H-1195-81 備考 璵 王へんに與 補４４７０

750 H-1195-90 備考 璵 王へんに與 補４４７０



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

751 H-1195-105 備考 璵 王へんに與 補４４７０

752 H-1195-107 備考 璵 王へんに與 補４４７０

753 H-1195-126 備考 璵 王へんに與 補４４７０

754 H-1195-131 備考 璵 王へんに與 補４４７０

755 H-1218-2 資料名称 扃 戸かんむりに［冂の中に口］ 補３１２０

756 H-1242-2-5-76 資料名称 挊 手へんに［上と下］ 補３１６１

757 H-1242-2-5-76 備考 挊 手へんに［上と下］ 補３１６１

758 H-1242-2-6-85 資料名称 貝へんに柊

759 H-1242-2-11-31 備考 翃 雄の隹を羽に換えたもの 補５３２３

760 H-1242-4-45 資料名称 こざとへんに曼

761 H-1242-6-17 資料名称 荃 草かんむりに全 補５５８４

762 H-1242-6-27 備考 駰 馬へんに因 補７３１７

763 H-1242-6-27 備考 糸へんに晋

764 H-1242-6-149 資料名称 觿 角へんに［崔の下に冏］ 補６１３４

765 H-1242-6-190 資料名称 垂の最下部を［山］に換えたもの

766 H-1242-6-229 資料名称 蕐 華の異体字 補５７３５

767 H-1242-6-267 資料名称 颺 風に昜 補７２３３

768 H-1242-6-267 備考 颺 風に昜 補７２３３

769 H-1242-6-339 備考 軰 北の下に車 補６４６３

770 H-1242-6-409 備考 滋からさんずいを除いたもの

771 H-1242-6-413 資料名称 騭 陟の下に馬 補７３３７

772 H-1242-6-420 資料名称 墌 手へんに庶 補３２７１

773 H-1242-6-443 備考 珩 王へんに行 補４３８７

774 H-1242-6-698 資料名称 擥 鑒の金部を手に換えたもの 補３３１２

775 H-1242-6-816 資料名称 雞 奚に隹 補７０８８

776 H-1242-6-835 資料名称 擥 鑒の金部を手に換えたもの 補３３１２

777 H-1242-6-930 備考 禾へんに曼

778 H-1242-7-4 資料名称 蓂 草かんむりに冥 補５６８９

779 H-1242-7-12 備考 雞 奚に隹 補７０８８

780 H-1242-7-24-1 備考 司の中身（一と口）を入に換えたもの



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

781 H-1242-7-24-2 備考 司の中身（一と口）を入に換えたもの

782 H-1242-7-24-3 備考 司の中身（一と口）を入に換えたもの

783 H-1242-7-24-4 備考 司の中身（一と口）を入に換えたもの

784 H-1242-7-82 備考 木へんに［取の下に王］

785 H-1242-7-82 備考 皝 皇に光 補４６２８

786 H-1242-7-91 資料名称 彳に冬

787 H-1242-7-102 資料名称 莫の下に手

788 H-1242-7-223 資料名称 輶 車へんに酋 補６４９０

789 H-1242-7-238 備考 王へんに耶

790 H-1242-7-299-9 資料名称 袠 なべぶたに失の下に［衣から亠を除いたもの］ 補６０３０

791 H-1242-7-375 資料名称 騭 陟の下に馬 補７３３７

792 H-1242-7-375 備考 騭 陟の下に馬 補７３３７

793 H-1242-9-106 備考 冫（にすい）に麦

794 H-1242-9-162-1 備考 耊 老いがしらに至 補５３４２

795 H-1242-9-162-2 備考 耊 老いがしらに至 補５３４２

796 H-1242-9-301-3 備考 剖のへんとつくりの間にテ

797 H-1242-16-43 資料名称 珹 王へんに成 補４３９１

798 H-1242-16-44 資料名称 珹 王へんに成 補４３９１

799 H-1242-16-45 資料名称 珹 王へんに成 補４３９１

800 H-1289-54 備考 栱 木へんに共 補３５５２

801 H-1300-12 資料名称 墩 土へんに敦 補２４４４

802 H-1300-13 資料名称 墩 土へんに敦 補２４４４

803 H-1300-14 資料名称 墩 土へんに敦 補２４４４

804 H-1300-20 備考 祩 示へんに朱 補４８５８

805 H-1300-21 備考 祩 示へんに朱 補４８５８

806 H-1300-22 備考 祩 示へんに朱 補４８５８

807 H-1300-23 備考 祩 示へんに朱 補４８５８

808 H-1300-107 資料名称 墩 土へんに敦 補２４４４

809 H-1300-108 資料名称 墩 土へんに敦 補２４４４

810 H-1308-2 備考 軄 識の言べんを身へんに換えたもの 補６４５５



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

811 H-1308-6 備考 陁 施の方へんをこざとへんに換えたもの 補７０５１

812 H-1308-7 備考 冣 ワかんむりに取 補１８８７

813 H-1316-25-1-4 資料名称 田へんに比

814 H-1316-98-8 資料名称 暐 日へんに韋 補３４４８

815 H-1316-316-1 備考 木へんに合

816 H-1337-5 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

817 H-1337-7 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

818 H-1337-8 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

819 H-1337-10 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

820 H-1337-14 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

821 H-1337-25 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

822 H-1337-26 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

823 H-1337-31 備考 蕡 草かんむりに［卉の下に貝］ 補５７４６

824 H-1365-7 資料名称 姤 女へんに后 補２５３６

825 H-1389-16 備考 土へんに夕

826 H-1411-7-23 資料名称 録の金へんを火へんに換えたもの

827 H-1411-8-91 資料名称 闚 門構えに規 補７０２９

828 H-1411-9-151 資料名称 摝 手へんに鹿 補３２６６

829 H-1411-9-153-1 資料名称 摝 手へんに鹿 補３２６６

830 H-1411-9-153-2 資料名称 摝 手へんに鹿 補３２６６

831 H-1411-9-153-3 資料名称 摝 手へんに鹿 補３２６６

832 H-1411-9-153-4 資料名称 摝 手へんに鹿 補３２６６

833 H-1411-10-33 資料名称 摝 手へんに鹿 補３２６６

834 H-1411-11-243 資料名称 迠 しんにょうに占 補６５３３

835 H-1411-11-346-13 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

836 H-1411-12-15 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

837 H-1411-12-16 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

838 H-1411-12-17 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

839 H-1411-12-74 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

840 H-1411-12-81 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

841 H-1411-12-84 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

842 H-1411-12-96 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

843 H-1411-13-13-6 資料名称 銲 金へんに旱 補６８１０

844 H-1411-13-23-2 資料名称 銲 金へんに旱 補６８１０

845 H-1411-13-55-5 資料名称 銉 金へんに聿 補６７８９

846 H-1411-14-6-1 備考 絙 糸へんに亘 補５１７０

847 H-1411-19-15 備考 侗 人べんに同 補１７１０

848 H-1411-19-100 備考 侗 人べんに同 補１７１０

849 H-1411-19-114 備考 褧 耿の下に衣 補６０６６

850 H-1411-22-1 備考 薟 草かんむりに僉 補５７６６

851 H-1411-22-1 備考 隄 こざとへんに是 補７０６７

852 H-1411-22-1 備考 卹 血に卩 補２０３３

853 H-1411-22-1 備考 垜 土へんに朶 補２３５９

854 H-1411-22-1 備考 壩 土へんに霸 補２４６１

855 H-1411-22-1 備考 汛 訊の言べんをさんずいにしたもの 補３６８３

856 H-1411-22-1 備考 権の木へんを獣へんにしたもの

857 H-1411-22-2 備考 鄖 員におおざと 補６６２９

858 H-1411-22-4 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

859 H-1411-22-4 備考 膛 月へんに堂 補５４４６

860 H-1411-22-4 備考 磺 石へんに黄 補４８２５

861 H-1411-22-4 備考 靶 革へんに巴 補７１２８

862 H-1411-22-4 備考 礟 石へんに駁 補４８３４

863 H-1411-22-5 備考 跑 足へんに包 補６３６９

864 H-1411-22-5 備考 傢 人べんに家 補１８１１

865 H-1411-22-5 備考 伙 人べんに火 補１６６０

866 H-1411-22-5 備考 手へんに輦

867 H-1411-22-5 備考 壩 土へんに霸 補２４６１

868 H-1411-22-13 備考 礟 石へんに駮 補４８３４

869 H-1411-22-19 備考 鄞 菫におおざと 補６６３４

870 H-1411-22-20 備考 棪 木へんに炎 補３６１０



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

871 H-1411-22-21 備考 磺 石へんに黄 補４８２５

872 H-1411-22-21 備考 雞 奚に隹 補７０８８

873 H-1411-22-21 備考 礟 石へんに駁 補４８３４

874 H-1411-22-22 備考 最の又部を力に換えたもの

875 H-1411-22-28 備考 籓 竹かんむりに潘 補５０８８

876 H-1411-22-30 資料名称 汫 さんずいに井 補３８６５

877 H-1411-22-30 資料名称 澼 さんずいに辟 補４０９０

878 H-1411-22-31 資料名称 汫 さんずいに井 補３８６５

879 H-1411-22-31 資料名称 澼 さんずいに辟 補４０９０

880 H-1411-22-32 資料名称 汫 さんずいに井 補３８６５

881 H-1411-22-32 資料名称 澼 さんずいに辟 補４０９０

882 H-1411-22-33 備考 金へんに党

883 H-1411-22-33 備考 鈀 金へんに巴 補６７２４

884 H-1411-22-34 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

885 H-1411-22-35 備考 膛 にく月に堂 補５４４６

886 H-1411-22-35 備考 礟 石へんに駁 補４８３４

887 H-1411-22-36 備考 靶 革へんに巴 補７１２８

888 H-1411-22-36 備考 瞄 目へんに苗 補４７１２

889 H-1411-22-41 資料名称 汫 さんずいに井 補３８６５

890 H-1411-22-41 備考 汫 さんずいに井 補３８６５

891 H-1411-22-41 資料名称 澼 さんずいに辟 補４０９０

892 H-1411-22-41 備考 澼 さんずいに辟 補４０９０

893 H-1411-23-14 備考 鸑 獄の下に鳥 補７６５０

894 H-1415-283 資料名称 佉 人べんに去 補１６７３

895 H-1420-9-82 資料名称 口へんに葛

896 H-1420-18-2 資料名称 渲 さんずいに宣 補３９７６

897 H-1429-47 備考 りっしんべんに无

898 H-1429-47-2 資料名称 りっしんべんに无

899 H-1429-92 資料名称 玘 王へんに己 補４３５５

900 H-1467-1 資料名称 剗 戔にりっとう 補１９３３



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

901 H-1467-1 備考 剗 戔にりっとう 補１９３３

902 H-1476 備考 璠 王へんに番 補４４５８

903 H-1492-2-235 備考 菪 草かんむりに宕 補５６３２

904 H-1492-3-113 備考 洎 さんずいに自 補３９１４

905 H-1492-4-617 備考 糕 米へんに羔 補５１３４

906 H-1492-5-56 備考 糕 米へんに羔 補５１３４

907 H-1492-5-79 資料名称 鱣 魚へんに亶 補７５４５

908 H-1492-5-79 備考 鱣 魚へんに亶 補７５４５

909 H-1492-22-10 備考 軺 車へんに召 補６４６７

910 H-1492-22-56 備考 酉へんに需

911 H-1492-22-56 備考 酉へんに與

912 H-1492-24-48 備考 糕 米へんに羔 補５１３４

913 H-1497-1 備考 蕖 草かんむりに渠 補５７３９

914 H-1497-1 備考 醲 酉へんに農 補６６８８

915 H-1497-3 備考 よんかしら（横目）に止

916 H-1498 備考 籙 竹かんむりに録 補５０８９

917 H-1529-12 備考 戩 晉に戈 補３１１５

918 H-1559-10 備考 穠 禾へんに農 補４９４２

919 H-1561-4 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

920 H-1569-115 備考 溙 さんずいに泰 補４００９

921 H-1569-620 資料名称 桯 木へんに呈 補３５６６

922 H-1569-620 備考 桯 木へんに呈 補３５６６

923 H-1569-1711-25 資料名称 苆 草かんむりに切 補５５４６

924 H-1569-2631-4 備考 人がしらに力

925 H-1569-2631-5 備考 人がしらに力

926 H-1569-2734-13 資料名称 苆 草かんむりに切 補５５４６

927 H-1573-2-34 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

928 H-1573-2-66 資料名称 覰 ［とらがしらに且］に見 補６１１４

929 H-1573-2-502 資料名称 闚 門構えに規 補７０２９

930 H-1573-2-554 備考 敫 ［白の下に方］に攵 補３３５１



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

931 H-1573-2-557 資料名称 唵 口へんに奄 補２１４９

932 H-1573-3-62 備考 侗 人べんに同 補１７１０

933 H-1573-3-149 資料名称 礟 石へんに駁 補４８３４

934 H-1573-3-175 資料名称 澼 さんずいに辟 補４０９０

935 H-1574 備考 牓 片へんに旁 補４２５２

936 H-1574-1 資料名称 牓 片へんに旁 補４２５２

937 H-1574-1 備考 牓 片へんに旁 補４２５２

938 H-1574-2 資料名称 牓 片へんに旁 補４２５２

939 H-1615-1-89-7 資料名称 璁 王へんに［因の上にノを付け大部を夊に換えたものの下に心］ 補４４４４

940 H-1615-1-97-5 備考 氐 氏の下に一 補３８４１

941 H-1615-1-97-9 備考 氐 氏の下に一 補３８４１

942 H-1615-1-97-11 備考 氐 氏の下に一 補３８４１

943 H-1615-1-97-14 備考 氐 氏の下に一 補３８４１

944 H-1615-1-97-27 備考 闞 門構えに敢 補７０３１

945 H-1615-1-97-27 備考 閫 門構えに困 補７０１３

946 H-1615-1-180-11-17 備考 賸 月に［眷の下にハ］ 補６３２９

947 H-1615-1-187 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

948 H-1615-1-209-1 資料名称 枎 木へんに夫　　　 補３５０９

949 H-1615-1-209-1 備考 枎 木へんに夫 補３５０９

950 H-1615-1-270-1-4 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

951 H-1615-1-270-1-11 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

952 H-1615-1-270-4 資料名称 枎 木へんに夫　　　 補３５０９

953 H-1615-1-270-4 備考 枎 全て木へんに夫 補３５０９

954 H-1615-1-270-7 備考 媧 女へんに咼 補２５８５

955 H-1615-1-286 備考 銊 金へんに戌 補６７９０

956 H-1615-1-343 備考 穟 禾へんに遂 補４９４１

957 H-1615-1-352 備考 龐 まだれに龍 補７７５７

958 H-1615-1-366 備考 囉 口へんに羅 補２２７５

959 H-1615-1-395 備考 颫 風に夫 補７２２６

960 H-1615-3-1-1-6 備考 侌 今の下に云 補１７０４



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

961 H-1615-3-1-1-26 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

962 H-1615-3-1-2-13 備考 柜 木へんに巨 補３５３４

963 H-1615-3-3-7-1 備考 沅 さんずいに元 補３８７３

964 H-1615-3-8-52-1 備考 魦 魚へんに少 補７４３７

965 H-1615-3-9-2-21 備考 侌 今の下に云 補１７０４

966 H-1615-3-9-2-50 備考 闞 門構えに敢 補７０３１

967 H-1615-3-9-2-50 備考 閫 門構えに困 補７０１３

968 H-1615-3-9-2-73 資料名称 昦 日の下に一の下に介 補３４０６

969 H-1615-3-9-2-73 備考 昦 日の下に一の下に介 補３４０６

970 H-1615-3-13-1-6 備考 崫 山の下に屈 補２７３８

971 H-1615-3-13-1-40 備考 挪 手へんに那 補３１６９

972 H-1615-3-13-2-5 備考 氐 氏の下に一 補３８４１

973 H-1615-3-15-1-5 備考 火へんに禾

974 H-1615-3-16-91-7 備考 窂 穴かんむりに牛 補４９５１

975 H-1615-3-17-1 備考 叒 又の下に双 補２０５８

976 H-1615-3-17-5-4 備考 祏 示へんに石 補４８５１

977 H-1615-3-18-2-14 備考 袟 衣へんに失 補６０２９

978 H-1615-3-18-2-15 備考 袚 拔の手へんを衣へんに換えたもの 補６０２６

979 H-1615-3-19-1-12 備考 瘇 病垂れに重 補４５７１

980 H-1615-3-19-3-31 備考 礟 石へんに駮 補４８３４

981 H-1615-3-19-8 備考 袛 衣へんに［氏の下に一］ 補６０２７

982 H-1615-4-1-8-15 資料名称 袚 拔の手へんを衣へんに換えたもの 補６０２６

983 H-1615-4-1-9-3 備考 醮 酉へんに焦 補６６８５

984 H-1615-4-1-10-16 備考 繾 糸へんに遣 補５２６３

985 H-1615-4-1-14-11 資料名称 雞 奚に隹 補７０８８

986 H-1615-4-1-14-14 備考 慬 りっしんべんに菫 補３０５３

987 H-1615-4-1-16-11 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

988 H-1615-4-3-65-11 資料名称 囶 国構えに[八の下に土] 補２３０１

989 H-1615-4-4-10 資料名称 袚 拔の手へんを衣へんに換えたもの 補６０２６

990 H-1615-4-4-10-1 資料名称 袚 拔の手へんを衣へんに換えたもの 補６０２６



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

991 H-1615-4-4-22 資料名称 蒒 草かんむりに師 補５６７４

992 H-1615-4-8-12 備考 衜 行がまえに首 補６０１６

993 H-1615-4-8-44-1 備考 儈 人べんに會 補１８４４

994 H-1615-4-9-4-1 備考 氐 氏の下に一 補３８４１

995 H-1615-6-6-35 備考 侗 人べんに同 補１７１０

996 H-1615-8-1-2 備考 衹 衣へんに氏 補６０２２

997 H-1615-8-1-9 備考 袛 衣へんに［氏の下に一］ 補６０２７

998 H-1615-8-1-35-2 備考 衹 衣へんに氏 補６０２２

999 H-1615-8-1-38 備考 媧 女へんに咼 補２５８５

1000 H-1615-8-1-57 備考 攙 手へんに［クの下に口の下に比の下に兎］ 補３３３０

1001 H-1615-8-1-63-2 備考 邕 巛の下に邑 補６５７７

1002 H-1615-8-1-69 備考 瀆 さんずいに賣 補４１１２

1003 H-1615-8-1-80 備考 媿 女へんに鬼 補２５９４

1004 H-1615-8-1-89-1 備考 篙 竹かんむりに高 補５０４７

1005 H-1615-8-1-89-2 備考 篙 竹かんむりに高 補５０４７

1006 H-1615-8-1-89-3 備考 篙 竹かんむりに高 補５０４７

1007 H-1615-8-1-89-4 備考 篙 竹かんむりに高 補５０４７

1008 H-1615-8-1-107 資料名称 玅 玄に少 補４３４８

1009 H-1615-8-1-111-1 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1010 H-1615-8-1-112 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1011 H-1615-8-1-164 資料名称 旲 日の下に大 補３３７９

1012 H-1615-8-1-164 備考 旲 日の下に大 補３３７９

1013 H-1615-8-1-165 備考 旲 日の下に大 補３３７９

1014 H-1615-8-1-167 備考 閫 門構えに困 補７０１３

1015 H-1615-8-1-170 資料名称 鰧 月へんに［劵の力部を魚に換えたもの］ 補７５１９

1016 H-1615-8-1-172 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1017 H-1615-8-1-172-1 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1018 H-1615-8-1-172-1 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1019 H-1615-8-1-172-2 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1020 H-1615-8-1-172-2 備考 暤 日へんに皋 補３４５６



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1021 H-1615-8-1-172-3 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1022 H-1615-8-1-172-3 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1023 H-1615-8-1-172-4 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1024 H-1615-8-1-172-4 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1025 H-1615-8-1-174-1 備考 雞 奚に隹 補７０８８

1026 H-1615-8-1-175 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1027 H-1615-8-1-175-1 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1028 H-1615-8-1-175-1 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1029 H-1615-8-1-175-2 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1030 H-1615-8-1-175-2 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1031 H-1615-8-1-175-3 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1032 H-1615-8-1-175-3 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1033 H-1615-8-1-191 備考 靚 靑に見 補７１２１

1034 H-1615-8-1-194-1 備考 袛 衣へんに［氏の下に一］ 補６０２７

1035 H-1615-8-1-197 備考 袚 拔の手へんを衣へんに換えたもの 補６０２６

1036 H-1615-8-1-228 備考 颫 風に夫 補７２２６

1037 H-1615-8-1-233-1 備考 鬽 鬼に彡 補７４２５

1038 H-1615-8-1-233-2 備考 鬽 鬼に彡 補７４２５

1039 H-1615-8-1-237 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1040 H-1615-8-1-237-1 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1041 H-1615-8-1-237-1 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1042 H-1615-8-1-237-2 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1043 H-1615-8-1-237-2 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1044 H-1615-8-1-237-3 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1045 H-1615-8-1-237-3 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1046 H-1615-8-1-237-4 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1047 H-1615-8-1-237-4 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1048 H-1615-8-1-237-5 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1049 H-1615-8-1-237-5 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1050 H-1615-8-1-238-6 備考 塉 土へんに脊 補２４１３



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1051 H-1615-8-2-1 備考 枎 木へんに夫 補３５０９

1052 H-1615-8-2-29 備考 枎 木へんに夫 補３５０９

1053 H-1615-8-2-33 備考 炁 旡にれっか 補４１４１

1054 H-1615-8-2-37 備考 礿 示へんに勺 補４８４５

1055 H-1615-8-2-47-3 備考 叚 假から人べんを除いたもの 補２０６１

1056 H-1615-8-2-65 備考 侗 人べんに同 補１７１０

1057 H-1615-8-3-8-34 備考 闋 門構えに癸 補７０２３

1058 H-1615-8-3-9-5 備考 醮 酉へんに焦 補６６８５

1059 H-1615-8-4-39-2 備考 籙 竹かんむりに録 補５０８９

1060 H-1615-8-4-110 備考 媧 女へんに咼 補２５８５

1061 H-1615-8-5-8-1 備考 鬽 鬼に彡 補７４２５

1062 H-1615-8-5-8-2 備考 鬽 鬼に彡 補７４２５

1063 H-1615-9-1-15 備考 楱 木へんに奏 補３６４８

1064 H-1615-9-1-44 備考 裱 衣へんに表 補６０５０

1065 H-1615-9-1-60 備考 媸 女へんに蚩 補２５９１

1066 H-1615-9-1-64 備考 焱 火の下に［火火］ 補４１８０

1067 H-1615-9-1-65 備考 檇 木へんに雋 補３７２６

1068 H-1615-9-1-65 備考 淛 さんずいに制 補３９５９

1069 H-1615-9-1-68-10 備考 炁 旡にれっか 補４１４１

1070 H-1615-9-1-76-4 備考 雒 各に隹 補７０８３

1071 H-1615-9-1-76-5 備考 龢 龠に禾 補７７６５

1072 H-1615-9-1-79 備考 萊 草かんむりに來 補５６３９

1073 H-1615-9-2-4 資料名称 枎 木へんに夫　　　 補３５０９

1074 H-1615-9-2-4 備考 枎 木へんに夫 補３５０９

1075 H-1615-9-2-5 資料名称 枎 木へんに夫　　　 補３５０９

1076 H-1615-9-2-5 備考 枎 木へんに夫 補３５０９

1077 H-1615-9-2-31-2 備考 胘 日へんに玄 補３４０２

1078 H-1615-9-3-2 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1079 H-1615-9-3-28-1 資料名称 樷 林の下に取 補３７０２

1080 H-1615-9-3-28-1 備考 樷 林の下に取 補３７０２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1081 H-1615-9-3-29 資料名称 樷 林の下に取 補３７０２

1082 H-1615-9-3-29 備考 樷 林の下に取 補３７０２

1083 H-1615-9-3-30 資料名称 樷 林の下に取 補３７０２

1084 H-1615-9-3-30 備考 樷 林の下に取 補３７０２

1085 H-1615-9-3-31-1 資料名称 樷 林の下に取 補３７０２

1086 H-1615-9-3-31-1 備考 樷 林の下に取 補３７０２

1087 H-1615-9-3-32-1 資料名称 樷 林の下に取 補３７０２

1088 H-1615-9-3-32-1 備考 樷 林の下に取 補３７０２

1089 H-1615-9-3-32-2 備考 昦 日の下に一の下に介 補３４０６

1090 H-1615-9-3-32-3 備考 鏁 金へんに巣 補６９２８

1091 H-1615-9-3-37 備考 凞 熙の臣部左に［にすいにノ］ 補１９０８

1092 H-1615-9-3-40 備考 繇 鷂の鳥部を系に換えたもの 補５２４９

1093 H-1615-9-3-45 備考 挍 手へんに交 補３１６３

1094 H-1615-9-3-61 備考 磤 石へんに殷 補４８１３

1095 H-1615-9-4-4 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1096 H-1615-9-4-4 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1097 H-1615-9-4-6 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

1098 H-1615-9-4-6 備考 樷 林の下に取 補３７０２

1099 H-1615-9-4-12 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1100 H-1615-9-4-14 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

1101 H-1615-9-4-15 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

1102 H-1615-9-4-65 資料名称 壐 爾の下に土 補２４５３

1103 H-1615-9-4-65-1 資料名称 壐 爾の下に土 補２４５３

1104 H-1615-9-4-65-1 備考 壐 爾の下に土 補２４５３

1105 H-1615-9-4-66-1 備考 龐 まだれに龍 補７７５７

1106 H-1615-9-4-66-2 備考 龐 まだれに龍 補７７５７

1107 H-1615-9-4-66-3 備考 龐 まだれに龍 補７７５７

1108 H-1615-9-4-76-4 備考 塉 土へんに脊 補２４１３

1109 H-1615-9-4-78 備考 鍳 監の皿部を金に換えたもの 補６８９２

1110 H-1615-9-4-79 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1111 H-1615-9-4-79 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1112 H-1615-9-4-80 資料名称 暤 日へんに皋 補３４５６

1113 H-1615-9-4-80 備考 暤 日へんに皋 補３４５６

1114 H-1615-9-4-90 備考 壚 土へんに盧 補２４５７

1115 H-1615-9-4-108 備考 芎 草かんむりに弓 補５５２２

1116 H-1615-9-4-109 備考 芎 草かんむりに弓 補５５２２

1117 H-1615-9-4-117 備考 蓻 草かんむりに執 補５７１１

1118 H-1615-9-4-131 資料名称 炁 旡にれっか 補４１４１

1119 H-1615-9-4-131 備考 炁 旡にれっか 補４１４１

1120 H-1615-10-1-7-1 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

1121 H-1615-10-1-7-2 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

1122 H-1615-10-1-7-3 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

1123 H-1615-10-1-7-4 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

1124 H-1615-10-1-7-5 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

1125 H-1615-10-1-7-6 備考 龔 龍の下に共 補７７６０

1126 H-1615-10-1-55-1 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1127 H-1615-10-1-55-2 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1128 H-1615-10-1-55-3 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1129 H-1615-10-1-55-4 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1130 H-1615-10-1-55-5 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1131 H-1615-10-1-55-6 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1132 H-1615-10-1-55-7 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1133 H-1615-10-1-55-8 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1134 H-1615-10-1-55-9 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1135 H-1615-10-1-55-10 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1136 H-1615-10-1-55-11 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1137 H-1615-10-1-55-12 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1138 H-1615-10-1-55-13 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1139 H-1615-10-1-55-14 備考 嶰 山へんに解 補２７８２

1140 H-1615-10-1-85 備考 嶰 山へんに解 補２７８２



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1141 H-1615-10-1-100 備考 栔 絜の糸部を木に換えたもの 補３５４２

1142 H-1615-10-1-108 備考 榖 穀の禾部を「一の下に木］に換えたもの 補３６５６

1143 H-1615-10-1-115 備考 雒 各に隹 補７０８３

1144 H-1615-10-1-115 備考 壄 ［木予木］の下に土 補２４４７

1145 H-1615-10-1-167-1 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1146 H-1615-10-1-167-2 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1147 H-1615-10-1-167-3 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1148 H-1615-10-1-167-4 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1149 H-1615-10-1-167-5 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1150 H-1615-10-1-167-6 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1151 H-1615-10-1-167-7 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1152 H-1615-10-1-167-8 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1153 H-1615-10-1-167-9 備考 棭 木へんに夜 補３６１３

1154 H-1615-10-2-1 資料名称 褁 果の下に［衣から亠を除いたもの］

1155 H-1615-10-2-9 備考 亝 [ムを３つ］の下に二 補１６３２

1156 H-1615-10-2-36 備考 檉 木へんに聖 補３７２７

1157 H-1615-10-2-36 備考 皝 皇に光 補４６２８

1158 H-1615-10-2-132 資料名称 鍳 監の皿部を金に換えたもの 補６８９２

1159 H-1615-10-2-137 資料名称 洦 さんずいに百 補３９１９

1160 H-1615-10-3-12-2 備考 鍳 監の皿部を金に換えたもの 補６８９２

1161 H-1615-10-3-13-2 備考 鍳 監の皿部を金に換えたもの 補６８９２

1162 H-1615-10-3-55 資料名称 倮 人べんに果 補１７５８

1163 H-1615-10-3-66-1 備考 磤 石へんに殷 補４８１３

1164 H-1615-10-3-66-2 備考 磤 石へんに殷 補４８１３

1165 H-1615-10-3-66-3 備考 磤 石へんに殷 補４８１３

1166 H-1615-10-3-90 備考 搉 確の石へんを手へんに換えたもの 補３２３９

1167 H-1615-10-3-106 備考 絧 糸へんに同 補５１７５

1168 H-1615-10-4-13 資料名称 昦 日の下に［一の下に介］ 補３４０６

1169 H-1615-10-4-14 資料名称 昦 日の下に［一の下に介］ 補３４０６

1170 H-1615-10-4-23 備考 穪 禾へんに爾 補４９４５

1171 H-1615-10-4-34-1 備考 閶 門構えに昌 補７０１６

1172 H-1615-10-6-29 資料名称 簏 竹かんむりに鹿 補５０６９

1173 H-1615-10-6-29 備考 簏 竹かんむりに鹿 補５０６９



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1174 H-1615-10-7-22 備考 囶 国構えに［八の下に土］ 補２３０１

1175 H-1615-12-6 備考 撨 手へんに焦 補３２８９

1176 H-1619-31 資料名称 窠 穴かんむりに果 補４９６０

1177 H-1682-1-1767 資料名称 Œ ＯＥの合字 リゲチャＵ０１５２

1178 H-1682-1-1777 資料名称 Œ ＯＥの合字 リゲチャＵ０１５２

1179 H-1682-1-3667 資料名称 呤 口へんに令 補２０８６

1180 H-1686 備考 捃 手へんに君 補３１７７

1181 H-1706-8-12-2 資料名称 言べんに兄

1182 H-1706-13-60-1 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1183 H-1706-13-60-2 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1184 H-1706-19-33-2-1 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1185 H-1706-19-33-2-2 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1186 H-1706-19-33-2-4 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1187 H-1706-19-33-2-5 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1188 H-1706-19-33-2-6 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1189 H-1706-19-33-2-7 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1190 H-1706-19-33-2-8 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1191 H-1706-19-33-2-9 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1192 H-1706-19-33-2-11 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1193 H-1706-19-33-2-12 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1194 H-1706-19-77-5-2 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1195 H-1706-19-89-3 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1196 H-1706-19-90-4 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1197 H-1706-19-90-5 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1198 H-1706-19-90-6 備考 ○に［み］（屋号） 特殊文字

1199 H-1722 備考 口へんに王

1200 H-1747-11 資料名称 枓 木へんに斗 補３５１２

1201 H-1747-11 資料名称 手へんに其

1202 H-1750-6 資料名称 鐉 金へんに巽、但し己部は巳 補６９５６

1203 H-1789-277 備考 石へんに立

1204 H-1802 備考 莫の下に手

1205 H-1809-1-34 資料名称 金へんに禺

1206 H-1809-1-34 備考 金へんに禺



【 〓 ⇔ 外字・補助漢字対照表（２０１０年８月現在） 】

No. 資料番号 使用項目 漢字 文字の構成（部首とつくり） 補助漢字＃

※資料番号順、同番号内は台帳の項目及び文章の流れ順

1207 H-1809-2-6-2 備考 杬 木へんに元 補３５０２


